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(57)【要約】
【課題】ジッタの影響が少ない高品質な映像および音声
を得ることができる受信装置および受信方法を提供する
。
【解決手段】受信装置は、ＨＤＭＩ受信送信部２２０、
ＨＤＭＩ受信部２３０とからなる。ＨＤＭＩ受信送信部
２２０はＨＤＭＩ受信機能を有するＨＤＭＩレシーバ２
２１とＨＤＭＩ送信機能を有するＨＤＭＩトランスミッ
タ２２２とを備える。ＨＤＭＩ受信送信部２２０は、ソ
ースであるディスク再生装置１００から送信されたＴＭ
ＤＳ信号を受信し、ＴＭＤＳ信号に含まれる映像信号と
音声信号を抽出して復元する。そして、音声信号を再生
信号処理・増幅部２４０に出力すると共に、映像信号を
ＴＭＤＳ信号に変換して、ＨＤＭＩ受信部２３０に送信
する。そして、ＨＤＭＩ受信部２３０により映像信号が
復元されて映像処理部２５０に出力される。
【選択図】図２



(2) JP 2011-244265 A 2011.12.1

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の信号と第２の信号とを含み、所定の伝送規格に対応するコンテンツ信号を受信し
、該コンテンツ信号に含まれる前記第１の信号と前記第２の信号とを復元し、復元された
前記第１の信号と前記第２の信号を出力する第１の受信手段と、
　該第１の受信手段から出力された前記第２の信号を受信し、前記所定の伝送規格に対応
するコンテンツ信号に変換して送信する送信手段と、
　該送信手段から送信された前記コンテンツ信号を受信し、該コンテンツ信号に含まれる
前記第２の信号を復元し、復元された該第２の信号を出力する第２の受信手段と、
からなる受信装置。
【請求項２】
　前記第１の信号は音声信号であり、前記第２の信号は映像信号である請求項１に記載の
受信装置。
【請求項３】
　前記第１の受信手段と前記送信手段とは、集積化されて１チップ内に構成されている請
求項１に記載の受信装置。
【請求項４】
　前記第１の信号は映像信号であり、前記第２の信号は音声信号である請求項１に記載の
受信装置。
【請求項５】
　前記所定の伝送規格はＨＤＭＩである請求項１に記載の受信装置。
【請求項６】
　第１の信号と第２の信号とを含み、所定の伝送規格に対応するコンテンツ信号を受信し
、該コンテンツ信号に含まれる前記第１の信号と前記第２の信号とを復元し、復元された
前記第１の信号と前記第２の信号を出力する第１の受信ステップと、
　該第１の受信ステップにより出力された前記第２の信号を受信し、前記所定の伝送規格
に対応するコンテンツ信号に変換して送信する送信ステップと、
　該送信ステップにより送信された前記コンテンツ信号を受信し、該コンテンツ信号に含
まれる前記第２の信号を復元し、復元された該第２の信号を出力する第２の受信ステップ
と、
からなる受信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、受信装置および受信方法に関し、詳しくは、所定の伝送規格に従って送信
されたコンテンツ信号を受信し、高品質な映像および音声を得ることができる受信装置お
よび受信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタルの映像信号や音声信号を扱うＡＶ（Audio/Visual）機器が普及してきて
いる。そして、それに伴い、デジタルの映像信号や音声信号を伝送するためのインターフ
ェース、デジタルデータ伝送規格としてＨＤＭＩ（High Definition Multimedia Interfa
ce）が普及しつつある。ＨＤＭＩは、コンピュータとモニタを接続する標準規格であるＤ
ＶＩ（Digital Video Interface）をベースとして、それにさらに音声伝送機能、制御信
号伝送機能などを付加したものである。ＨＤＭＩは主にテレビジョン受像機、Blu-ray（
登録商標）ディスクプレーヤ、ハードディスクレコーダ、ゲーム機などにおいて広く採用
されている。
【０００３】
　ＨＤＭＩでは、送信側をソース（Source）と称し、受信側をシンク（Sink）と称する。
ソースからシンクへ一本のケーブルで映像信号、音声信号、さらには制御信号を送信する
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ことができる。映像信号、音声信号の伝送はソースからシンクへの一方向である。ＨＤＭ
Ｉに対応する各種プレーヤとモニタなどの表示装置をＨＤＭＩケーブルを用いてアンプ装
置を介して接続することにより、高品質な映像と音声を楽しむことができるＡＶシステム
を構築することができる。このＡＶシステムでは映像信号および音声信号を含むコンテン
ツデータがアンプ装置を介してプレーヤからモニタに送信される。
【０００４】
　ＨＤＭＩを用いると、高品質な映像信号および音声信号を伝送することができるが、そ
の出力される映像および音声の品質はまだ十分満足いくものであるとはいえない状況であ
り、映像、音声の品質を劣化させる種々の問題が存在している。その種々の問題のうちの
１つにクロック信号に生じるジッタに起因するものがある。
【０００５】
　例えば、シンク側の機器が非常に高い精度のクロックを生成可能であったとしても、ソ
ース側で生成されるクロックの精度が低い場合には、シンク側ではその精度の低いクロッ
クに基づいて生成されるパラメータを用いてクロックを再生成してコンテンツの再生を行
わなければならない。これにより、品質の高い映像、音声の再生は行うことができなくな
る。
【０００６】
　そこで、特許文献１に記載の技術のように、オーディオクロックのジッタを極力抑える
ことにより高品質な音声信号を伝送する手法が提案されている。ここで、ジッタとは、ビ
デオ、オーディオ関連の機器などにおいて発生する、信号の時間的なズレや揺らぎのこと
である。伝送時にジッタが発生すると、信号が隣接する信号と干渉するなどして、映像、
音声の品質の劣化などが引き起こされる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００９－３８５９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、ジッタの発生によるコンテンツの品質劣化、特に音質の劣化については、上述
のような伝送に関する劣化以外にも映像と音声とを同時に伝送することに起因する劣化も
存在する。ここで、図１に示す、ＨＤＭＩケーブルを用いてソースとシンクとを接続する
ことにより構成した一般的なＡＶシステムを例にして、映像と音声を同時に伝送すること
による劣化について説明する。
【０００９】
　ＡＶシステムはディスク再生装置１０と、アンプ装置（いわゆるＡＶアンプ）２０と、
モニタ３０と、それらを接続する第１ＨＤＭＩケーブル５１、第２ＨＤＭＩケーブル５２
とから構成されている。また、アンプ装置２０にはスピーカ４０が接続されている。ディ
スク再生装置１０は例えば、Blu-rayディスクプレーヤであり、ディスク再生部１１によ
りディスクから読み出した映像信号および音声信号をＨＤＭＩ送信部１２でＴＭＤＳ（Tr
ansition Minimized Differential Signaling）信号に変換して第１ＨＤＭＩケーブル５
１を介してアンプ装置２０に送信する。アンプ装置２０内に設けられたＨＤＭＩ受信部２
２はＨＤＭＩ送信部１２から送信されたＴＭＤＳ信号を受信し、ＴＭＤＳ信号に含まれる
映像信号と音声信号とを分離抽出して復元する。
【００１０】
　復元された映像信号は映像信号処理部２３に出力されて、所定の処理を施された後ＨＤ
ＭＩ送信部２４に出力される。次に、映像信号はＨＤＭＩ送信部２４によって再びＴＭＤ
Ｓ信号に変換されて、モニタ３０に送信される。そして、最終的にモニタ３０の表示部３
３により映像として表示される。一方、復元された音声信号は再生信号処理・増幅部２６
に出力されて所定の処理、増幅処理を施されて、最終的にスピーカ４０により音声として



(4) JP 2011-244265 A 2011.12.1

10

20

30

40

50

出力される。
【００１１】
　従来のアンプ装置２０においては、ＨＤＭＩ受信部２２によって、ＴＭＤＳ信号からの
映像信号および音声信号の復元および出力を行っている。その際に、ＨＤＭＩ受信部２２
内では映像信号出力のために多数の高速ＴＴＬ（transistor-transistor logic）ドライ
バが動作している。このＴＴＬドライバの動作がＨＤＭＩ受信部２２の内部電源電圧に影
響を与え、さらに、グランドを激しく揺さぶることにより、オーディオマスタークロック
にジッタが発生してしまう。オーディオマスタークロックに発生したジッタは、Ｄ／Ａ変
換時において音声に位相変化を与えてしまうため、これによりスピーカから出力される音
声の品質が劣化することとなる。また、ＨＤＭＩ受信部２２内には音声信号出力用のＴＴ
Ｌドライバも設けられており、音声信号を出力する際のそのＴＴＬドライバの動作により
映像信号の品質も同様に劣化すると考えられる。
【００１２】
　また、所定のディスク再生装置において、映像出力をアナログとし、音声出力をＨＤＭ
Ｉを用いて行うことにより音質がよくなることが確かめられている。これも、映像信号を
載せる場合と載せない場合とでジッタの量に変化が生じるためであると考えられる。
【００１３】
　このような映像信号の出力に起因する音声の品質劣化を回避するために、ディスク再生
装置にＨＤＭＩ出力端子を２つ設けることが行われている。２つのＨＤＭＩ出力端子のう
ちの一方は映像専用出力として直接モニタと接続するのに用いられる。そして、映像信号
のみがモニタに送信される。また、２つのＨＤＭＩ出力端子のうちの他方は、音声専用出
力としてアンプ装置と接続するのに用いられ、音声信号のみがアンプ装置に送信される。
【００１４】
　しかし、このようなＨＤＭＩ出力端子を２つ設ける構成では、配線が複雑になり、映像
と音声とを１本のゲーブルで送信することができるというＨＤＭＩの利点が損なわれるこ
ととなる。また、ＨＤＭＩ出力を２つ設けることによりコストアップ、ＡＶシステム全体
のコントロールが容易ではなくなるという問題もある。
【００１５】
　したがって、この発明の目的は、ジッタの影響が少ない高品質な映像および音声を得る
ことができる受信装置および受信方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上述した課題を解決するために、第１の発明は、第１の信号と第２の信号とを含み、所
定の伝送規格に対応するコンテンツ信号を受信し、コンテンツ信号に含まれる第１の信号
と第２の信号とを復元し、復元された第１の信号と第２の信号を出力する第１の受信手段
と、第１の受信手段から出力された第２の信号を受信し、所定の伝送規格に対応するコン
テンツ信号に変換して送信する送信手段と、送信手段から送信されたコンテンツ信号を受
信し、コンテンツ信号に含まれる第２の信号を復元し、復元された第２の信号を出力する
第２の受信手段とからなる受信装置である。
【００１７】
　第２の発明は、第１の信号と第２の信号とを含み、所定の伝送規格に対応するコンテン
ツ信号を受信し、コンテンツ信号に含まれる第１の信号と第２の信号とを復元し、復元さ
れた第１の信号と第２の信号を出力する第１の受信ステップと、第１の受信ステップによ
り出力された第２の信号を受信し、所定の伝送規格に対応するコンテンツ信号に変換して
送信する送信ステップと、送信ステップにより送信されたコンテンツ信号を受信し、コン
テンツ信号に含まれる第２の信号を復元し、復元された第２の信号を出力する第２の受信
ステップとからなる受信方法である。
【発明の効果】
【００１８】
　この発明によれば、所定の伝送規格に従って送信されたコンテンツ信号から高品質な映
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像および／または音声を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】従来技術におけるアンプ装置を含むＡＶシステムの概略構成を示す図である。
【図２】この発明の第１の実施の形態に係る受信装置を備えるアンプ装置を含むＡＶシス
テムの概略構成を示す図である。
【図３】ＨＤＭＩ受信送信部の概略構成を示す図である。
【図４】ＨＤＭＩにおける信号の送受信の概要を示す図である。
【図５】ＴＭＤＳ信号に映像信号が含まれない場合におけるＭＣＫのジッタの測定結果を
示すヒストグラムである。
【図６】ＴＭＤＳ信号に映像信号が含まれている場合におけるＭＣＫのジッタの測定結果
を示すヒストグラムである。
【図７】映像信号の出力を停止した場合におけるＭＣＫのジッタの測定結果を示すヒスト
グラムである。
【図８】この発明の第２の実施の形態に係る受信装置を備えるモニタを含むＡＶシステム
の概略構成を示す図である。
【図９】第２の実施の形態に係るＨＤＭＩ受信送信部の概略構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、この発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。なお、説明は以下
の順序で行う。
＜１．第１の実施の形態＞
＜２．第２の実施の形態＞
＜３．変形例＞
【００２１】
＜１．第１の実施の形態＞
　図２は、この発明に係る受信装置を備えるアンプ装置２００を含んで構成されたＡＶシ
ステムを示す概略構成図である。ＡＶシステムは、ソースであるディスク再生装置１００
と、シンクであるモニタ３００と、それらを中継するように設けてあるアンプ装置２００
とから構成されている。
【００２２】
　ディスク再生装置１００とアンプ装置２００が第１ＨＤＭＩケーブル５０１により接続
されている。また、アンプ装置２００とモニタ３００が第２ＨＤＭＩケーブル５０２によ
り接続されている。なお、図２においては、ディスク再生装置１００、アンプ装置２００
およびモニタ３００は、ＨＤＭＩ経由でコンテンツ信号を送受信して処理するための構成
部分のみを抜き出して示されている。
【００２３】
　ソースであるディスク再生装置１００は、ディスク再生部１１０、ＨＤＭＩ送信部１２
０およびＨＤＭＩ出力端子１３０とを備えている。ディスク再生部１１０は、装填された
ディスク状の記録メディアからコンテンツである映像信号と音声信号の読み出し（再生）
を行う。ディスク再生部１１０は、ディスクを回転させるための回転駆動部、ディスクに
対しレーザ光を照射して信号の読み出しを行う光学ピックアップ、光学ピックアップに読
み出された信号に対して所定の処理を施す信号処理部（いずれも図示せず。）などから構
成されている。ディスク再生部１１０により読み出されたデジタルの映像信号と音声信号
はＨＤＭＩ送信部１２０に出力される。また、ディスク再生部１１０からＨＤＭＩ送信部
１２０に対してオーディオクロックが出力される。オーディオクロックは、ＨＤＭＩにお
いてＡＣＲ（Audio Clock Regeneration）に用いられるものであり、ディスク再生部１１
０によって読み出された音声信号に同期するものである。
【００２４】
　ＨＤＭＩ送信部１２０は、入力された映像信号と音声信号とをＨＤＭＩの規格にしたが
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って伝送データ化し、その伝送データをＴＭＤＳにしたがった伝送信号（以下、ＴＭＤＳ
信号と称する。）に変換する。ＨＤＭＩにおいては伝送方式としてＴＭＤＳシリアル伝送
方式が用いられている。そして、そのＴＭＤＳ信号をＨＤＭＩ出力端子１３０に出力する
。ＨＤＭＩ出力端子１３０は、ＨＤＭＩ規格に対応する構造の雌プラグを備えるものであ
り、第１ＨＤＭＩケーブル５０１の一方の雄プラグが接続されている。ＨＤＭＩ送信部１
２０からＨＤＭＩ出力端子１３０に出力されたＴＭＤＳ信号は、ＨＤＭＩ出力端子１３０
および第１ＨＤＭＩケーブル５０１を介してアンプ装置２００に送信される。
【００２５】
　なお、ディスク再生装置１００としては、Blu-rayディスクプレーヤ、ＤＶＤ（Digital
 Versatile Disc）プレーヤなどがある。また、ディスク再生装置１００はソースの一例
として挙げたものであり、ソースは、ＨＤＭＩに対応し、映像信号および音声信号を含む
コンテンツを出力することができる装置であればどのようなものであってもよい。ソース
となる装置としては例えば、ハードディスクレコーダ、パーソナルコンピュータ、ケーブ
ルテレビのセットトップボックス、ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ（株式会社ソニー・コンピュ
ータエンタテインメントの登録商標）３などのエンタテインメント装置などがある。
【００２６】
　アンプ装置２００は、ＨＤＭＩ入力端子２１０、ＨＤＭＩ受信送信部２２０、ＨＤＭＩ
受信部２３０、再生信号処理・増幅部２４０、映像信号処理部２５０、ＨＤＭＩ送信部２
６０、ＨＤＭＩ出力端子２７０、音声出力端子２８０とを備えるものである。アンプ装置
２００には、音声出力端子２８０を介してスピーカ４００が接続されている。なお、ＨＤ
ＭＩ受信部２３０が特許請求の範囲における第２の受信手段に相当するものである。また
、ＨＤＭＩ受信送信部２２０とＨＤＭＩ受信部２３０とが特許請求の範囲における受信装
置に相当するものである。
【００２７】
　ＨＤＭＩ入力端子２１０は、ＨＤＭＩ規格に対応する構造の雌プラグを備えるものであ
り、第１ＨＤＭＩケーブル５０１の他方の雄プラグが接続されている。ディスク再生装置
１００から送信されたＴＭＤＳ信号はＨＤＭＩ入力端子２１０を介してアンプ装置２００
に入力される。ＨＤＭＩ入力端子２１０を介して入力されたＴＭＤＳ信号はＨＤＭＩ受信
送信部２２０によって受信される。
【００２８】
　ＨＤＭＩ受信送信部２２０は、第１ＨＤＭＩケーブル５０１を介して送信されたＴＭＤ
Ｓ信号を受信して、そのＴＭＤＳ信号に含まれる映像信号と音声信号とを抽出、復元して
出力するものである。復元された映像信号は、ＨＤＭＩ受信送信部２２０内で再びＴＭＤ
Ｓ信号に変換されてＨＤＭＩ受信部２３０に送信される。また、復元された音声信号は再
生信号処理・増幅部２４０に出力される。
【００２９】
　ここで、ＨＤＭＩ受信送信部２２０について説明する。図３は、ＨＤＭＩ受信送信部２
２０の構成を示す概略構成図である。ＨＤＭＩ受信送信部２２０は、ＴＭＤＳレシーバ２
２１、ＴＭＤＳトランスミッタ２２２、音声信号処理部２２３、ＴＴＬドライバ２２４と
から構成されている。ＨＤＭＩ受信送信部２２０は、ＨＤＭＩ受信機能とＨＤＭＩ送信機
能とが１チップ化されて実現されたデバイスとして構成されている。なお、ＴＭＤＳレシ
ーバ２２１が特許請求の範囲における第１の受信手段に相当するものである。また、ＴＭ
ＤＳトランスミッタ２２２が特許請求の範囲における送信手段に相当するものである。
【００３０】
　ＴＭＤＳレシーバ２２１は、ディスク再生装置１００から第１ＨＤＭＩケーブル５０１
を介して送信されたＴＭＤＳ信号を受信し、そのＴＭＤＳ信号に含まれる映像信号と音声
信号とを抽出して復元する。また、ＴＭＤＳレシーバ２２１は、オーディオクロックの出
力を行う。このオーディオクロックはディスク再生部１１０から出力されたオーディオク
ロックと同一の周波数のクロックである。そして、復元された映像信号および音声信号は
ＴＭＤＳトランスミッタ２２２に出力される。さらに、復元された音声信号およびオーデ
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ィオクロックは音声信号処理部２２３に出力される。
【００３１】
　ＴＭＤＳトランスミッタ２２２は、ＴＭＤＳレシーバ２２１から出力された映像信号お
よび音声信号を受信して、それらを再びＴＭＤＳ信号に変換してＨＤＭＩ受信部２３０に
送信する。音声信号処理部２２３は、ＴＭＤＳレシーバ２２１から出力された音声信号を
受信し、その音声信号に対して、例えば、I２Ｓ（Inter-IC Sound）フォーマットに変換
するフォーマット変換処理などの所定の信号処理を施し、ＴＴＬドライバ２２４に出力す
る。そして、ＴＴＬドライバ２２４により、ＴＴＬレベルの信号に変換されて、ＴＴＬド
ライバ２２４から音声信号、オーディオマスタークロックＭＣＫ、ビットクロックＢＣＫ
、ＬＲクロックＬＲＣＫなどが再生信号処理・増幅部２４０に出力される。
【００３２】
　このように、ＨＤＭＩ受信送信部２２０はＨＤＭＩ受信機能とＨＤＭＩ送信機能との両
方を備えるデバイスとして構成されている。したがって、ＴＭＤＳ信号の受信、ＴＭＤＳ
信号からの映像信号および音声信号の抽出・復元、復元した映像信号および音声信号の再
度のＴＭＤＳ信号への変換、ＴＭＤＳ信号の送信を１つのデバイス内で行うことができる
。これにより、アンプ装置２００の構成の簡略化を図ることができる。
【００３３】
　ＨＤＭＩ受信部２３０は、ＨＤＭＩ受信送信部２２０から送信されたＴＭＤＳ信号を受
信し、そのＴＭＤＳ信号に含まれる映像信号と音声信号とを抽出して復元する。そしてＨ
ＤＭＩ受信部２３０は、復元した映像信号を映像信号処理部２５０に出力する。なお、Ｈ
ＤＭＩ受信部２３０とＨＤＭＩ送信部２６０とは配線的には接続されているが、本実施の
形態では音声は再生信号処理・増幅部２４０を介してスピーカ４００から出力されるため
、音声信号をモニタ３００に送信する必要はない。したがって、ＨＤＭＩ受信部２３０と
ＨＤＭＩ送信部２６０との接続については省略している。ただし、これは、ＨＤＭＩ受信
部２３０からＨＤＭＩ送信部２６０への音声信号の出力を禁止するものではない。よって
、音声信号をモニタ３００に送信するようにしてもよい。音声信号をモニタ３００に送信
する場合としては、例えば、アンプ装置２００に接続されたスピーカ４００からは音声は
出力せずに、モニタ３００と一体に構成されたスピーカから音声を出力するような場合で
ある。また、音声信号をスピーカ４００に出力すると共にモニタ３００に出力するように
してもよい。このような出力の切り換えは、この発明が適用された製品としてのアンプ装
置の出力に関する設定をユーザが変更することなどにより可能とするとよい。
【００３４】
　映像信号処理部２５０は、入力された映像信号に係る映像に必要に応じてＧＵＩ（Grap
hical User Interface）を付加する処理などの所定の処理を施すものである。そして、映
像信号処理部２５０によって処理が施された映像信号はＨＤＭＩ送信部２６０に出力され
る。ＨＤＭＩ送信部２６０は、映像信号処理部２５０から受信した映像信号を再びＴＭＤ
Ｓ信号に変換し、ＨＤＭＩ出力端子２７０に送信する。そして、ＴＭＤＳ信号はＨＤＭＩ
出力端子２７０から第２ＨＤＭＩケーブル５０２を介してモニタ３００に送信される。
【００３５】
　一方、再生信号処理・増幅部２４０は、ＨＤＭＩ受信送信部２２０から出力された音声
信号に対して、Ｄ／Ａ変換などの所定の信号処理および増幅処理を施す。そして、処理が
施された音声信号は音声出力端子２８０を介してスピーカ４００に出力される。スピーカ
４００は入力された音声信号を音声として出力するための音声出力手段である。スピーカ
４００から音声信号に応じた音声が出力されることによりユーザはディスクに収録されて
いるコンテンツの音声を楽しむことができる。
【００３６】
　モニタ３００は、映像、画像を表示してユーザに提供するための表示手段である。モニ
タ３００は、ＨＤＭＩ入力端子３１０、ＨＤＭＩ受信部３２０および表示部３３０を備え
るものである。ＨＤＭＩ入力端子３１０には、第２ＨＤＭＩケーブル５０２の他方の雄プ
ラグが接続されている。ＨＤＭＩ受信部３２０は、アンプ装置２００から第２ＨＤＭＩケ
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ーブル５０２を介して送信されたＴＭＤＳ信号を受信し、ＴＭＤＳ信号に含まれる映像信
号を抽出して復元する。そして、その映像信号は表示部３３０に出力されることにより、
最終的に映像として表示されてユーザに提供される。表示部は、例えば、ＬＣＤ（Liquid
 Crystal Display）、ＰＤＰ(Plasma Display Panel)、有機ＥＬ(Electro Luminescence)
パネルなどの表示パネルである。
【００３７】
　図４は、ＨＤＭＩ規格による信号の送受信の概要を示す図である。ＨＤＭＩにおける映
像信号および音声信号を含むコンテンツ信号の伝送は、双方向ではなくソースからシンク
への一方向である。ＨＤＭＩにおいては、映像と映像の間のブランク期間を用いて音声信
号が送信される。ソースとしてのＨＤＭＩ送信部はＨＤＭＩトランスミッタを備える。Ｈ
ＤＭＩトランスミッタは、入力された映像信号、音声信号および制御信号を所定の構造に
当て嵌めていくようにして伝送データを生成する。次に、そのようにして得られた伝送信
号を、ＴＭＤＳ信号に変換する。そして、そのＴＭＤＳ信号を伝送路である３つのＴＭＤ
Ｓチャンネル０、１、２を介して送信する。
【００３８】
　ＨＤＭＩでは、ある垂直同期信号から次の垂直同期信号までの区間の内、水平帰線区間
および垂直帰線区間を除いた区間である有効画像区間において、非圧縮の１画面分の画像
の画素データに対応する差動信号が、ＴＭＤＳチャンネル０、１、２を介して、シンクへ
送信される。また、水平帰線区間または垂直帰線区間においては、音声データ、制御デー
タなどに対応する差動信号が、ＴＭＤＳチャンネル０、１、２を介して、シンクへ送信さ
れる。
【００３９】
　また、ＨＤＭＩではＴＭＤＳチャンネルの他に、ＴＭＤＳクロックチャンネルが設けら
れている。ＴＭＤＳクロックチャンネルは、ＴＭＤＳチャンネル０～２により伝送する映
像信号に同期するＴＭＤＳクロックを送信するための伝送チャンネルである。ＴＭＤＳク
ロックチャンネルを介してＴＭＤＳクロックもソースからシンクへと送信される。
【００４０】
　シンクとしてのＨＤＭＩ受信部はＨＤＭＩレシーバを備える。ＨＤＭＩレシーバは、Ｔ
ＭＤＳチャンネル０、１、２、及びＴＭＤＳチャンネルクロックを介してＨＤＭＩ送信部
から送信されてくるＴＭＤＳ信号およびＴＭＤＳクロックを受信する。なお、ＨＤＭＩレ
シーバはＴＭＤＳ信号をＴＭＤＳクロックに同期して受信する。そして、ＴＭＤＳチャン
ネル０、１、２により受信したＴＭＤＳ信号から映像信号、音声信号および制御信号を抽
出して、復元する。そして、復元した映像信号を例えば映像処理部に送信し、復元した音
声信号を例えば再生信号処理・増幅部に送信する。また、制御信号についても抽出、復元
して出力する。制御信号は、例えば、ＨＤＭＩ受信部を備える機器とＨＤＭＩ送信部を備
える機器間における制御に用いられる。このようにして、ＨＤＭＩトランスミッタとＨＤ
ＭＩレシーバによって、ＴＭＤＳの規格にしたがって映像信号、音声信号及び制御信号の
送受信がなされる。
【００４１】
　また、ＨＤＭＩ送信部とＨＤＭＩ受信部間にはＴＭＤＳチャンネル０、１、２およびＴ
ＭＤＳクロックチャンネルの他にＤＤＣ(Display Data Channel)と呼ばれる伝送チャンネ
ルが設けられている。ＨＤＭＩトランスミッタとＨＤＭＩレシーバとの間におけるＴＭＤ
Ｓ信号およびＴＭＤＳクロックの送受信に併行して、ＨＤＭＩ送信部とＨＤＭＩ受信部間
では、ＤＤＣを介した通信も行われる。
【００４２】
　ＨＤＭＩ受信部には、自身の状態、性能などについての情報、各種設定値などに関する
データであるＥＤＩＤ（Extended Display Identification Data)を保持するＥＤＩＤＲ
ＯＭが設けられている。そして、ＤＤＣは、ＨＤＭＩ送信部がＨＤＭＩ受信部に設けられ
ているＥＤＩＤＲＯＭに保持されているＥＤＩＤを読み出すために用いられる。ＤＤＣを
介した通信により、シンクとしての機器情報、各種設定値をソースが認識することが可能
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になる。
【００４３】
　また、ＨＤＭＩでは、ＣＥＣ（Consumer Electronics Control）による相互通信が可能
となっている。ＣＥＣを介した通信により、ソースとシンクとの間で、例えばリモートコ
ントローラ操作などに応じたコマンドなどをはじめとする機器制御信号の双方向通信を行
うことができる。
【００４４】
　さらに、ＨＤＭＩにおいては、ＨＰＤ（Hot Plug Detect）と呼ばれる伝送チャンネル
が設けられている。ソースはＨＰＤを介して送受信されるＨＰＤ信号によってシンク機器
の接続を検出することができる。
【００４５】
　次に、図５乃至図７を参照してこの発明によって奏することができる効果について説明
する。図５乃至図７は横軸を時間（nsec）とし、縦軸を頻度として、オーディオマスター
クロック（ＭＣＫ）の状態を示すヒストグラムである。なお、図５乃至図７に示すヒスト
グラムは例えば、図１に示すアンプ装置２０を構成するＨＤＭＩ受信部２２から出力され
るＭＣＫを測定することにより作成される。
【００４６】
　図５は、映像が全黒の場合、すなわちディスク再生装置１０からＨＤＭＩ受信部２２に
送信されるＴＭＤＳ信号には音声信号のみが含まれており、映像信号は含まれていない場
合におけるＭＣＫを示すものである。また、図６は、映像がある場合、すなわちＴＭＤＳ
信号に音声信号と映像信号が含まれており、ＨＤＭＩ受信部２２から映像信号と音声信号
が出力される場合のＭＣＫを示すものである。さらに、図７は図６に示す状態で映像信号
の出力を停止している場合のＭＣＫを示すものである。
【００４７】
　図５と図６の比較からわかるように、ＨＤＭＩ受信部２２から音声信号を出力すると共
に映像信号も出力している場合（図６に示す場合）は、映像が全黒の場合（図５に示す場
合）に比べてＭＣＫに発生するジッタが大きくなっている。これは上述のように、映像信
号を出力するためのＨＤＭＩ受信部２２内に設けられたＴＴＬドライバの動作が内部電源
電位に影響を与え、さらに、グランドを激しく揺さぶることに起因するものである。した
がって、映像信号出力のための処理がＭＣＫに影響を与えてジッタを発生させ、その結果
音質が劣化してしまう、ということができる。
【００４８】
　一方、図７に示すヒストグラムは、ＨＤＭＩ受信部２２からの映像信号の出力を停止し
ている、すなわち、映像信号出力のためのＴＴＬドライバの動作が行われないようにして
いる状態におけるＭＣＫを示すものである。図３に示すように、この発明におけるＨＤＭ
Ｉ受信送信部２２０には、映像信号出力のためのＴＴＬドライバは設けられていないため
、映像信号出力のためのＴＴＬドライバの動作の影響を与えることなく音声信号を出力す
ることが可能となっている。したがって、映像信号の出力を停止することによって得られ
る図７のヒストグラムは、映像信号出力用のＴＴＬドライバが設けられていないこの発明
におけるＨＤＭＩ受信送信部２２０の動作を擬似的を再現しているものである、というこ
とができる。
【００４９】
　図７からわかるように、映像信号の出力を停止した場合のＭＣＫのジッタは、映像信号
がない図５に示す場合のジッタと同程度になっている。すなわち、ジッタの発生が低く抑
えられている。したがって、ＴＭＤＳ信号に含まれる音声信号を出力する場合に同時に映
像信号を出力することは行わず、音声信号のみを出力することによりＭＣＫに発生するジ
ッタを低く抑えることができることがわかる。これにより、ジッタによる音声の品質の劣
化を防ぐことができる。このように、この発明の第１の実施の形態によれば、映像信号出
力に伴なう内部電源電圧やグランドの変動による影響を受けない高品質な音声を得ること
ができる。
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【００５０】
＜２．第２の実施の形態＞
　以下、この発明の第２の実施の形態について説明する。なお、第２の実施の形態におい
て、第１の実施の形態の構成要素と同一の構成要素には同一の符号を付して援用し、その
説明を省略する。図８は、第２の実施の形態に係る受信装置を備えるモニタ６００を含ん
で構成されたＡＶシステムの概略構成を示す図である。ディスク再生装置１００は第１の
実施の形態と同様のものである。
【００５１】
　モニタ６００は、ＨＤＭＩ入力端子６１０、ＨＤＭＩ受信送信部６２０、表示部６３０
、ＨＤＭＩ受信部６４０、再生信号処理・増幅部６５０、スピーカ６６０を備えるもので
ある。ＨＤＭＩ入力端子６１０には、ＨＤＭＩケーブル５０３の雄プラグが接続されてい
る。ディスク再生装置１００から送信されたＴＭＤＳ信号はＨＤＭＩケーブル５０３およ
びＨＤＭＩ入力端子６１０を介してモニタ６００のＨＤＭＩ受信送信部６２０に入力され
る。
【００５２】
　ＨＤＭＩ受信送信部６２０は、ＨＤＭＩ送信部１２０から送信されたＴＭＤＳ信号を受
信して、そのＴＭＤＳ信号に含まれる映像信号と音声信号を抽出して復元し、それぞれ出
力するものである。復元された映像信号は表示部６３０に送信される。また、復元された
音声信号は、ＨＤＭＩ受信送信部６２０内で再びＴＭＤＳ信号に変換されてＨＤＭＩ受信
部６４０に送信される。
【００５３】
　ここで、ＨＤＭＩ受信送信部６２０について説明する。図９は、ＨＤＭＩ受信送信部６
２０の構成を示す概略構成図である。ＨＤＭＩ受信送信部６２０は、ＴＭＤＳレシーバ６
２１、ＴＭＤＳトランスミッタ６２２、映像信号処理部６２３、ＴＴＬドライバ６２４と
を備えるものである。ＨＤＭＩ受信送信部６２０は、ＨＤＭＩ受信機能とＨＤＭＩ送信機
能とが１チップ化されて実現されたデバイスとして構成されている。第２の実施の形態に
おけるＨＤＭＩ受信送信部６２０は、映像信号をＴＴＬドライバ６２４を介して出力し、
音声信号は再びＴＭＤＳ信号に変換してＨＤＭＩ受信部６４０に送信するものである。
【００５４】
　ＴＭＤＳレシーバ６２１は、ディスク再生装置１００からＨＤＭＩケーブル５０３を介
して送信されたＴＭＤＳ信号を受信し、そのＴＭＤＳ信号に含まれる映像信号と音声信号
とを分離・抽出して復元する。復元された映像信号および音声信号はＴＭＤＳトランスミ
ッタ６２２に出力される。また、復元された映像信号はＴＭＤＳトランスミッタ６２２に
出力されると共に、映像信号処理部６２３にも出力される。
【００５５】
　ＴＭＤＳトランスミッタ６２２は、ＴＭＤＳレシーバ６２１から出力された映像信号お
よび音声信号を受信して、再びＴＭＤＳ信号に変換してＨＤＭＩ受信部６４０に送信する
。映像信号処理部６２３は、ＴＭＤＳレシーバ６２１から出力された映像信号を受信し、
その映像信号に対して、例えば、フォーマット変換処理などの所定の処理を施してＴＴＬ
ドライバ６２４に出力する。次に、ＴＴＬドライバ６２４により、ＴＴＬレベルの信号に
変換され、例えば、３６ｂｉｔディープカラー（Deep Color）に対応した映像信号、垂直
同期信号（VSYNC）、水平同期信号（HSYNC）、ＤＥ（Data Enable）信号およびピクセル
クロックが表示部６３０に出力される。そして、映像信号に係る映像が表示部６３０に表
示されることによりユーザに提供される。なお、ＨＤＭＩ受信送信部６２０と表示部６３
０の間に、必要に応じて、入力された映像信号に係る映像にＧＵＩを付加する処理などの
所定の処理を施す映像信号処理部を設けてもよい。
【００５６】
　このように、ＨＤＭＩ受信送信部６２０はＨＤＭＩ受信機能とＨＤＭＩ送信機能との両
方を備えるデバイスとして構成されている。したがって、ＴＭＤＳ信号の受信、映像信号
および音声信号の抽出・復元、映像信号の出力、映像信号および音声信号の再度のＴＭＤ



(11) JP 2011-244265 A 2011.12.1

10

20

30

Ｓ信号への変換、ＴＭＤＳ信号の送信を１つのデバイス内で行うことができる。なお、Ｔ
ＭＤＳレシーバ６２１が特許請求の範囲における第１の受信手段に相当するものである。
また、ＴＭＤＳトランスミッタ６２２が特許請求の範囲における送信手段に相当するもの
である。
【００５７】
　ＨＤＭＩ受信部６４０は、ＨＤＭＩ受信送信部６２０から送信されたＴＭＤＳ信号を受
信し、ＴＭＤＳ信号に含まれる映像信号と音声信号とを抽出して復元する。そしてＨＤＭ
Ｉ受信部６４０は、復元した音声信号を再生信号処理・増幅部６５０に出力する。なお、
ＨＤＭＩ受信送信部６２０とＨＤＭＩ受信部６４０とが特許請求の範囲における受信装置
に相当するものである。
【００５８】
　再生信号処理・増幅部６５０は、ＨＤＭＩ受信部６４０から出力された音声信号に対し
て、所定の音声信号処理および増幅処理を施してスピーカ６６０に出力する。そして、ス
ピーカ６６０は入力された音声信号を音声として出力してユーザに提供する。
【００５９】
　第２の実施の形態においては、第１の実施の形態とは逆に、ＨＤＭＩ受信送信部６２０
において映像信号を出力し、音声信号はＨＤＭＩ受信送信部６２０内で再度ＴＭＤＳ信号
に変換して送信するようにしている。ＨＤＭＩ受信送信部６２０には、音声信号出力のた
めのＴＴＬドライバは設けられていないため、ＴＴＬドライバの動作の影響により、ピク
セルクロックに生じるジッタを低く抑えることができる。これにより、ジッタによる映像
の品質の劣化を防ぐことができる。このように、この発明の第２の実施の形態によれば、
音声信号出力に伴なう内部電源電圧やグランドの変動による影響を受けない高品質な映像
を得ることができる。
【００６０】
＜３．変形例＞
　以上、この発明の一実施の形態について具体的に説明したが、この発明は、上述の実施
形態に限定されるものではなく、この発明の技術的思想に基づく各種の変形が可能である
。例えば、上述の第１の実施の形態および第２の実施の形態ではこの発明に係る受信装置
をアンプ装置に適用する場合を想定して説明を行った。しかし、適用することができるの
はアンプ装置に限られず、音声信号の増幅処理を行う増幅部を備えていない、ＡＶセレク
ターに適用することも可能である。
【符号の説明】
【００６１】
１００・・・・・・・ディスク再生装置
２００・・・・・・・アンプ装置
２２０、６２０・・・ＨＤＭＩ受信送信部
２３０、６４０・・・ＨＤＭＩ受信部
２６０・・・・・・・ＨＤＭＩ送信部
３００、６００・・・モニタ
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